
DVDせどりシークレットマニュアル　レビュー＆特典

今までのDVDせどりのノウハウの盲点を突いたDVDせどりの教材が発売されました。

「DVDせどりは仕入れ値が高い」なんていう常識？をくつがえす手法です。

セミナー形式の動画がメインで、せどり初心者さんにも実践できる内容となっています。

女性の私にも実践しやすい内容でした。

ある程度安定して売上げを上げている人でも、労力や資金を押さえて、この教材の販売戦略を取

り入れることで、より大きな利益を狙うことが可能です。

実店舗でのせどりというのが前提の教材なので、

仕入先となる店舗が存在しない地域に住んでいる人や、

この先ずっと電脳せどりONLYの人には、とくに必要ありません。

また、通える仕入先店舗は、複数あった方が有利です。

この教材を実践するに当たって、

アマゾンだけではなく、ヤフオク、楽オクも利用します。

ヤフオク、楽オクは、ついでにという位置付けではなく、

ヤフオクで販売することを前提とした仕入れ基準もあるので、

各オークションのアカウントが必要です。

アマゾンだけを使って実践することも可能ですが、

それだけだと教材のノウハウを十分に活用することはできませんので、ご注意ください。

現在、薄利多売で、労力の割には、あまり利益が取れていない人が、

単価を上げて、脱薄利多売を計るのに適した内容となっています。

また、売上げはそこそこ上がってきたけど、利益率がイマイチだったり、

ちょっと煮詰まっているという人にも、気付きを得られる内容となっています。



　→　DVD      シークレットマニュアル詳細  

http://www.infotop.jp/click.php?aid=202543&iid=51098&pfg=1
http://www.infotop.jp/click.php?aid=202543&iid=51098&pfg=1


DVDせどりというと、仕入れ値が高いという先入観をお持ちの方も多いと思います。

「DVDせどりは、利幅が取れるけど、仕入れ値も高くなる」

とよく言われていますね？

実際、今までの私も、そういうものだと思っていました。

ブログやメルマガでも書いていますが、

私の場合、ランキングの高い新品CDやゲームなどを回転重視で回しつつ、

高額DVD-BOXや入手困難なプレミアDVDなどで、しっかりと大きな利益を取っていくとい

う手法をずっと取って来ました。

高額DVD-BOXやプレミアモノは、相場の崩壊もほとんどなく、

売れれば大きな利益を取ることができるのですが、

ランキングが低いものも多く、仕入れ価格もそれなりに高く、

実際に売れるまでに時間がかかるものも多いです。

それでも、高額商品の在庫をたくさんストックしていけば、

一定の比率で売れて行きましたが・・・

このDVDシークレットマニュアルを見て、気がつきました！

「あれ？これって売れるんだ～。今まで見かけてもスルーしてたよ・・・」

高額DVD-BOXや廃盤になったレアモノばかりを狙っていた私としては、

今までかなりのチャンスを逃していたことに気付きました。

それからは、この教材のノウハウを検証するために、

実店舗に仕入れに通う日々が始まりました。

この時期って、真夏日で、本当だったら在宅で電脳せどりをやっていた方が、

私としては、体力的にも効率的にも良いのですが、

今回は、この教材を確かめるために実店舗のせどりに積極的に取組みました。

今まで自分が実践してきた方法と、ある意味逆のやり方だったので、

実際に体を張って確かめてみたくなったんです。

けっこうしんどかったですよ～爆

今回は、短期間に実践しなければならなかったので、

毎日、仕入れに飛び回りましたが、教材作成者のみっきーさんは、

週に 2回ほどしか、仕入れに行っていないそうです。
（詳しいお話は、lucky特典の音声対談で話しています。女性にも比較的やさしいです）



その様子は、リアルタイムでツイッターで呟いていました。



で、

実際に検証してみた結果を一部お見せしますね。



こんな感じでした。

全部中古の DVDです。

上の段の中古の仕入れ値は、950円～5950円です。

下の方の DVDは、高額レアモノ商品です。

こちらは仕入れ値もそれなりに高く、仕入れるのも難しいです。

元々、私が実践している DVDせどりはレアモノを扱っていました。

今現在も、検証中に仕入れた在庫が、ポツポツ売れていきます。

確かに元手５０００円からでも始められるな～なんて、思いますが、

元手５０００円では、大きく稼ぐのは、ちょっと難しいかもしれないですね。

ただ、現在、ブックオフせどりで１０５円本や、２５０円 CDなどを中心とした薄利多売

スタイルのせどらーさんが、今後の FBA手数料の値上げなどで、苦しくなる状況を打破す

るために、単価を上げるのには、ピッタリの方法です。

２０１２年８月に実施される FBA手数料の値上げは、今まで大量の在庫を抱えて、利益数

百円の商品を沢山売ることで稼いでいた人にとっては、深刻な問題です。

また、FBA在庫商品の返送・破棄もすでに有料化されているので、

大量の在庫を FBAに入庫しているせどらーさんは、負担が大きいのも事実です。

そんな薄利多売地獄から抜け出すために、

CD/DVDせどりに移行していきたいという相談メールは、以前からよく頂いてます。

ブックオフの単C仕入れメインだった人が、

いきなり新品CDを高回転で回すと言われても、なかなかイメージが掴めないようです。

また、ブックオフ仕入れだったら、本だけではなく、

他のCDや DVD、ゲームなどに幅を広げると言われても、

なぜか安い棚をサーチする習慣が身についてしまっていて、

サーチ結果の価格差だけで判断して、ランキングも１０万位以下の商品を仕入れるみたい

な話もよく聞きます。

この教材の手法は、シンプルです。

理解するのも決して難しくはありません。

週に 2回ほどの仕入れで実践できる内容なので、

女性にも実践しやすく、マイペースでできます。

（私は今回、短期間に実践して教材の内容を検証しなければならなかったので、毎日仕入れに行ってました。

毎日は、体力的にちょっとしんどかったり・・・）



ブックオフせどりなど実店舗でのせどりがメインで、

何店舗も仕入れに回っている人にとっては、とくに実践しやすいでしょうね。

DVDせどりの正しい稼ぎ方を身につけて下さい。

今回は、私にとっても初の試みといった感じで、

教材販売前から作成者のみっきーさんから、教材の紹介のお話を頂いてました。

私としては、いつも内容を確認した上で、読者様の役に立つと判断できるものだったら

OKというスタンスを取らせて頂いてます。

内容を確認したら、これは実践して検証するしかないということもあって、

短期間に実践して検証しなければいけないプレッシャーと、毎日、暑い中、仕入れに飛び

回る日々が始まりました。

実践してみて、私が今までスルーしていた商品がわかったりして、

いろいろと新しい発見や気づきもありました。

ここで得た気づきは、メルマガやブログなどでもアウトプットできました。

教材作成者のみっきーさんをはじめ、メルマガ読者さんや、ツイッターのフォロワーさん

にも暖かい言葉や応援を頂いて、またひとつ成長できたかなぁ。

なんて思ってます。

そして、教材作成者のみっきーさんですが・・・

実は、みっきーさんとは、私がまだ初心者だった頃、

某オークション塾在籍時に出会っていました。

当時は、まったく交流はなかったんですけどね。

塾の SNSの日記やコミュニティで、名前だけは見覚えがありました。

当時のみっきーさんは、まだ月商１００万円くらいだった記憶があります。

http://www.infotop.jp/click.php?aid=202543&iid=51098&pfg=1


そんなみっきーさんから、ある日、突然メールが来ました。

突然といっても、私のメルマガ読者さんで、メルマガが迷惑メールに届いていたことを

メールで報告してくれただけなんですけどね（笑）

その時、

「この名前、どこかで見た覚えがあるな～」

と思って、考えること数分。

思い出しました！



メールの返事で、昔在籍していた某塾のことを書いたらビンゴでした。

それからスカイプで、当時のことや、近況なんかを話したり、

メールでやり取りするようになって、今回の教材販売のお話を聞きました。

多分、みっきーさんって、突然現れたと思ってる人も多いのかな・・・？

実は、みっきーさんは、ベテランせどらーさんです。

2004年くらいから、せどりの歴史を知っています。
（この話も、lucky特典の対談音声で語ってます）

私としては、やっと出てきたって感じなんですよね～

何年もの間、積み重ねてきたノウハウを、今回、やっと大放出といった感じです。

そんなみっきーさんですが、ネット上を巡回して見ると・・・

月商３００万円という実績が注目を集めているようです。

確かにすごいとは、思うんですけど、

私としては、彼がスゴイのはここじゃないんだなぁ・・・

私としては、５００店舗以上の店舗を回ってきたというのが、スゴイです！

月商３００万円よりも、日本全国の店舗を仕入れに回ってきたという経験なんですよ。

金額よりも、この経験が何よりも重要ではないでしょうか？

実際に、お話していて、よくわかるのは、実店舗を知り尽くしているんですよね。

いろんな地域の店舗を回っているので、この地域はオイシカッタという情報や、

この地域は、値付けも安いという情報など、かなり詳しいです。
（この話も突っ込んだ話を lucky特典の対談音声でしています）

実店舗といっても、地方によっても色んな特徴があったりするのを、

みっきーさんは知り尽くしてます。

歩く実店舗せどり全国ガイドマップみたいな笑

月商３００万円稼ぐ方法というところだけでなく、この５００店舗以上の仕入先店舗を旅

してきた経験というのにも、注目して教材を実践してほしいと思います。



今回、教材の紹介をさせて頂いておりますが、

このDVDシークレットマニュアルをより有効に活用して頂くために特典を用意しました。

私は、普段、あまり特典を付けることは少ないんですけどね。

特典は、教材に投資した代金を回収して頂くための２つの PDFと、

みっきーさんとの音声対談です。

少ない？

特典って、数じゃないと思うんだけどなー

まぁ・・・

lucky特典について、販売者のみっきーさんからコメントを頂いたので聞いてみて下さい。

客観的な意見が聞けます。

　→　http://lucky.xii.jp/c/ci.cgi?id=34

まず、最初の２つの PDFについてですが、プリントアウトして持ち歩くことを考慮して作

成しました。

どちらも、売り方がポイントだったりします。

まったく同じものを仕入れるというよりも、発想を参考にして下さい。

素早く行動して教材代金が回収できるようにシンプルに作りました。

次に、みっきーさんとの音声対談ですが、

かなり突っ込んだ内容になっています。教材にはないノウハウや裏話、

ぶっちゃけ本音トークは、ここだけでしか聞けません。

http://lucky.xii.jp/c/ci.cgi?id=34


特典１

【新品でも中古でもないDVDを狙った電脳せどり】

今まであまり語られなかった盲点？

実店舗せどりの教材といっても、毎日、仕入れに外出してられなかったり、教材を実践し

て慣れてきたら、取り入れてみると良いと思います。

実店舗せどりに近い電脳せどりのやり方です。仕入れ方法よりも売り方がポイントです。

特典２

【BOOK OFFで比較的安く仕入れられるあるDVDをある方法で Amazonで販売して稼ぐ】

ここで公開している商品は、誰でも知っている商品です。ある方法というのがキモですね。

アマゾン以外でも販売できますが、ここではアマゾンでの販売方法を解説しています。

アマゾンでの販売が、けっこう厄介なもので・・・。

私が、せどりを始めた頃から、ずっと売れ続けている商品だったりします。



特典３

【DVDせどりサクセス・ストーリー】

DVDシークレットマニュアル販売者のみっきーさんとの対談音声です。

【第1章】教材をさらに有効に使いこなすために

1. これからせどりを始める人は、DVDせどりシークレットマニュアルをどのように活用

すべきか？

2. 薄利多売地獄に陥っている人が、DVDせどりシークレットマニュアルで脱出するに

は？

3. 古本せどりは、将来的にはやめるべき？

4. 資金の少ない人は、どこから始めたら良いか？

5. 避けた方がいいジャンルのDVD

6. どうしてみっきーさんは中古がメインなの？

7. みっきーさんのDVDせどりの割合は？（音楽、アニメ、邦画、洋画、ドラマ、

BOX、その他）

8. 価格改定の頻度と価格設定の目安は？

【第2章】Road to 300MAN \

1. せどりを始めた頃、何を考えていたか？

2. せどりを始めた頃、印象に残っている失敗

3. 初心者の頃、どのようにせどりを学んだのか？

4. 月商３０万円への道

5. 初めて遠征した時のこと

6. 月商 50万円くらいの頃の話

7. ある程度、売上げが安定してきてから伸び悩んだことはある？

8. せどりで実績を上げていくための時間の使い方

9. 月商 100万円達成した時のこと

10.全国の実店舗を回ってみて、印象に残っている店はある？

11.遠征せどりの思い出話

12.大きく稼ぐために必要なマインドセット

13.月商 300万円達成してみて、どうですか？

14.今後の目標

【第3章】ぶっちゃけ本音トーク

1. 理不尽な悪評価ってどうですか？

2. 今までクレーマー気質な購入者はいました？

3. 印象に残っている購入者ベスト 3　ワースト 3

4. マナーの悪いせどらーにひとこと

5. こんな人にはせどりを辞めてもらいたいって人はいますか？

6. 「せどりは終わった」とか言ってる人にメッセージ



収録時間２時間以上と、かなりのボリュームになりました。

教材では、触れていない話（みっきーさんのDVD以外のせどり etc)だったり、
初心者の頃から現在までの経緯、失敗談や、ぶっちゃけ本音トークなど、

コンサルレベルの内容です。

セミナー後の懇親会で、酔っ払ってきた時に、ポロッと出てしまう本音みたいなのもあったり（笑）

PCの回線なのかな？
ところどころ音声が途切れたりしてお聞き苦しい箇所もありますが・・・

それがなかったら、クリアーな音質で、バックエンド商品として販売してもいいんじゃないかなと

（笑）

まぁ、販売はしませんけどね。

特典というよりも、教材の１部という意識で作成しました。

対談のテーマは、読者さんから頂いた相談や質問メールを元に考えました。

私の特典の中でも、メインになります。

特典４

【luckyのスカイプサポート】

私は、個別のサポートは、受けていないんですけど、

今回は特別に購入日から 30日間限定で、スカイプサポートをお付けします。

予約制で週に１回の計４回で、１回６０分までを目安にお願いします。（通話/チャット対応）

※スカイプサポートは、先着順で、万が一、応募が殺到した場合は、打ち切らせて頂きます。



・・・と、そんなわけで長くなっちゃいましたが、

薄利多売地獄から脱したい人や、

イマイチ伸び悩んでいる人、

せどりがマンネリしていて新しいことにチャレンジしてみたい人、

そして、私みたいに今までDVDせどりというと高額レアモノばかり狙っていた人などなど・・・

DVDせどりシークレットマニュアルで新たな道を切り開いてみては？

教材を実践するに当たり、私のオリジナル特典があるのと、ないのでは結果も全然違うでしょう。

↑クリック

※お申し込みの際は、クッキーを有効にして、決済ページに下記の表示があるかご確認下さい。

↑「lucky特典」の表示がない場合は、特典が受けられません。

クッキーの設定は、以下を参考にして下さい。

InternetExplorerのツール＞インターネットオプション ＞プライバシー ＞詳細設定へと進んで頂いて、以下の設

定をして、先ほどのリンクから販売ページに再び進んで下さい。

1. 自動 Cookie 処理を上書きする

2. ファーストパーティのCookieを[受け入れる]

3. サードパーティのCookieを[受け入れる]

4. 常にセッションCookieを許可する

　→　詳しくは、こちらのサイトをご参照下さい。

→　クリックして      DVD      せどりシークレットマニュアルを      lucky      特典付きで申し込む  

http://www.infotop.jp/click.php?aid=202543&iid=51098&pfg=1
http://help.yahoo.co.jp/common/sys/sys-25.html
http://www.infotop.jp/click.php?aid=202543&iid=51098&pfg=1

